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001
サクッとプリプリえびフライ
（特々大）

インド
ネシア

えび（インドネシアまたはベトナム）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア、カナダ他）卵粉末（カナダ、アメリカ、フランス、
ベルギー、スペイン、イタリア他）

128
レンジでいつでもフライドポ
テト　コンソメ味

日本 馬鈴しょ（北海道） 236 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

006
みつせ鶏のふわふわだん
ご徳用（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）鶏皮（九州産）鶏脂（九州産） 129 ソースとんかつ 日本
パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）大
豆粉（アメリカ等）豚肉（日本、カナダ、アメリカ等）

237
讃岐　５種野菜のかき揚げ
うどん

日本
小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃが
いも（日本）ごぼう（日本）ねぎ（日本）さばぶし（製造地：日本
等）かつおぶし（製造地：日本等）こんぶ（日本等）

007 レンジでサクッとミンチカツ －
牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ
（中国、日本等）ソテーオニオン（中国等）パン粉（（小麦）アメ
リカ、カナダ等）コーンフラワー（アメリカ等）

130 ミニスイートポテト 日本 さつまいも（九州）加糖卵黄（卵黄：日本他） 239 レンジでエビタルタルフライ
ベトナ

ム
えび（ベトナム、その他）

013
やわらか豚角煮トンポー
ロー

日本 豚ばら肉（スペイン、メキシコ等） 131
２種のスパゲッティ　ミート
ソース味＆焼そばソース味

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）
たまねぎ（中国等）にんじん（日本等）にんにく（中国等）牛肉
（オーストラリア等）オニオンペースト（ニュージーランド等）乾
燥パセリ（フランス等）乾燥キャベツ（中国等）豚肉（アメリカ、
カナダ等）あおさ（日本等）

240 ちくわの磯辺揚げ 日本 ちくわ（国内製造）

017
炭火焼　若鶏照焼きチキン
ミニステーキ

タイ
鶏もも肉（タイ）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（タ
イ等）

133 肉巻きチーズ 日本
豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）鶏肉（ブラジル、タイ、日本
他）たまねぎ（中国、日本他）牛乳（日本）鶏卵（日本他）

241 若鶏のチーズと大葉巻 日本 鶏肉（日本）大葉（日本）

018 こだわりロースハムスライス 日本 豚肉ロース（チリ、アメリカ、カナダ、ハンガリー） 134 ３種の和風おかず 日本

ひじき（韓国、日本等）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム
等）いんげん（アメリカ等）ごま（パラグアイ、ナイジェリア、グア
テマラ、ニカラグア、メキシコ、中国等）ごぼう（中国、日本等）
れんこん水煮（中国等）唐辛子（中国等）

242
レンジでごろっとじゃがいも
牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（オーストラリア）

019
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（ミックス）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 136 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等） 243 ごぼうメンチカツ 日本 ごぼう（日本）たまねぎ（北海道）鶏肉（日本）

022 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 137 切干し大根煮 日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等） 244
ココス　やみつきカリカリポ
テト

日本 ばれいしょ（アメリカ等）

025
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 138 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 245 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ）

033 肉どうふ 日本 豆乳（大豆：日本他）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本他） 139 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国またはカナダ） 247
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ　減塩

タイ 鶏肉（もも）（タイ等）

034
１０種の具材のおかずいな
り

日本
大豆（豆腐）（アメリカ等）大豆（油揚げ）（アメリカ等）鶏肉（日
本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）

142
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本） 248 えだ豆ボール 日本
えだまめ（インドネシア、台湾、その他）おきあみ（南氷洋）小
麦粉（小麦）（アメリカ）

035
七種のごろごろ具材のがん
も

日本

にんじん（日本他）かぼちゃ（ニュージーランド、日本、トンガ、
メキシコ他）えだまめ（中国他）ねぎ（中国他）キャベツ（日本
他）しょうが（中国他）鶏肉（日本他）たけのこ水煮（中国他）き
くらげ（中国他）

146 うずまきロールキャベツ タイ
キャベツ（タイ）豚肉（タイ）牛肉（オーストラリア）たまねぎ（タイ
他）かんぴょう（中国）アスパラガス（タイ、ラオス、ペルー、メキ
シコ、チリ他）

249 えび串だんご 日本 えび（ミャンマー等）

038
ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本
牛肉（オーストラリア）ソテーオニオン（日本等）豚肉（アメリカ
等）鶏卵（日本等）

147 鶏ごぼうピラフ 日本 米（日本）大麦（日本）ごぼう（日本）鶏肉（日本） 250
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本）

039 鶏肉のカシューナッツ炒め 日本 鶏肉（日本） 151 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 251 すき家牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

043
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他） 152 えびのチリソース煮（徳用） 日本 えび（ベトナム、ミャンマー（ビルマ）、タイ） 252 鶏屋の焼き鳥串セット塩味 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）若鶏肉もも皮つき（日
本）

049
からふとししゃもみりん干し
《焼き》２袋

日本 からふとししゃも（カナダ）ごま（中国等） 192
ブラウンサーブロール全粒
粉入り

－
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）小麦全
粒粉（小麦）（日本等）アセロラ果汁粉末（ブラジル等）とうもろ
こし粉末（ブラジル等）

253 鶏屋の焼き鳥串セット 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本）若鶏肉もも皮つき（日本）ねぎ（日
本）

051 北海道十勝産塩味えだまめ 日本 えだまめ（大豆、（遺伝子組換えでない））（北海道十勝産） 203 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 255
ラーメン屋さんのチャー
シュー丼の具

日本 豚タンルート（アメリカ産）

052
北海道十勝産すじなしいん
げん

日本 いんげん（北海道十勝産） 204 ささ身スティック（２袋） 日本 鶏肉（日本） 256 チーズインハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（カナダ、アメリカ）たまねぎ（中国、
日本）

053 おおきな肉だんご 日本

牛肉（日本、オーストラリア、ニュージーランド等）鶏肉（ブラジ
ル、日本等）豚肉（アメリカ、カナダ、日本等）たまねぎ（中国、
アメリカ、ニュージーランド、タイ、日本等）ごま（中南米、中
国、アフリカ等）

205 レンジでコーンだらけフライ 日本
とうもろこし（ニュージーランド、アメリカ）生乳（北海道）小麦
（小麦粉）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア等）

257
ソースで食べる！ひとくちい
か焼き

日本 イカ（日本）ねぎ（日本、大阪府）

059 徳用しゅうまい（えび入） 日本
えび（ベトナム）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（日本、中国等）豚脂（日本等）

206
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本 蓮根（中国）鶏肉（九州産） 258
磯辺いももち（北海道産
ゴーダチーズ使用）

日本 乾燥マッシュポテト：じゃがいも（アメリカ等）

061 ポークウインナー － 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、日本、メキシコ等） 207
繁盛厨房　海老入り蒸し春
巻

ベトナ
ム

えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）イトヨリダイ（ベトナム
等）れんこん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）にんじん（ベ
トナム等）たまねぎ（ベトナム等）にんにく（ベトナム等）

259
タイ風鶏肉バジル炒めご飯
の具

日本
鶏肉（日本）赤ピーマン（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、
ニュージーランド等）

066
かき屋さんがつくった広島
県産かきめしセット

日本 むき身かき（日本（広島県）） 208 あさりと筍のおこわ 日本
精白米（もち米）（日本）精白米（うるち米）（日本）たけのこ水
煮：たけのこ（中国等）あさり（中国等）にんじん（日本等）

260
ふわふわはんぺんチーズ
焼き

日本
魚肉すり身（ベトナム、インド、ミャンマー、日本）卵白（日本）
プロセスチーズ（日本等）

069 レンジでカツ丼の具 日本
豚もも肉（メキシコ等）鶏卵（日本等）たまねぎ（日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

209 梅しそピラフ 日本
米（日本）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）大麦（日本
等）

261
淡路島産たまねぎの豆腐ハ
ンバーグ

日本
たまねぎ（日本（兵庫県淡路島産））ねぎ（日本等）れんこん
（日本等）豆腐（大豆）（日本等）

073
かき揚げ丼の具　４種国産
野菜と海老・いか入り

－

たまねぎ（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）春菊（日本）え
び（ベトナム等）いか（チリ、ペルー等）小麦粉（小麦）（アメリ
カ、日本、カナダ等）米粉（アメリカ、日本等）かつおぶし粉末
（製造地：日本等）煮干し粉末（日本等）

210
はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本
はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）鶏肉ひき肉（鶏肉）
（日本）キャベツ（日本）錦糸たまご（鶏卵）（日本等）

263 若鶏和風竜田揚げ － 鶏肉（タイ）

075 たまごポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本（北海道））きゅうり（日本）にんじん（日本）た
まねぎ（日本）

212
ＣｏＣｏ壱番屋監修　とろ～り
チーズのカレーグラタン

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本） 264 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

077
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 214 豊川いなり寿司 日本 米（日本）ごぼう（中国等） 265 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本）

078 夕食用いかフライ 日本 いか（チリ、ペルー、他） 215 チキンライス －
精白米（日本）とうもろこし（アメリカ等）いんげん（中国等）たま
ねぎ（日本等）にんじん（日本等）鶏肉（日本）大麦（日本）鶏皮
（日本）

266 ミニオムレツ 日本
液卵（日本）たまねぎ（野菜）（日本、ニュージーランド等）にん
じん（野菜）（日本等）大豆（粒状植物性たん白）（アメリカ等）
牛肉（食肉）（ニュージーランド等）豚肉（食肉）（日本等）

079 白身魚フライ 日本 パンガシウス（ベトナム） 216
十勝めむろ　焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝） 267 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本）

080
瀬戸内産　赤エビ唐揚（無
頭）

日本 アカエビ（日本、瀬戸内海産） 217
ポテトカップに入った！チキ
ングラタン

日本
じゃがいも（北海道）牛乳（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし
（アメリカ）鶏肉（日本）

268
北海道産枝豆を使ったがん
も

日本
えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
ストラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

081
骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

日本 黄金かれい（アメリカ） 218 ねぎ焼 －

キャベツ（日本）ねぎ（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オースト
ラリア、日本、カナダ等）鶏卵（日本等）こんにゃく（日本等）牛
肉（オーストラリア等）牛すじ（オーストラリア、日本、ニュー
ジーランド等）濃縮レモン果汁（アルゼンチン、イスラエル等）

269 料亭きのこのひりゅうず 日本
豆腐（大豆）（アメリカ、カナダ等）スケトウダラ（日本等）ぶなし
めじ（日本等）まいたけ（日本等）乾しいたけ（日本等）たまね
ぎ（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）

086
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト（増量）

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産） 219 ミニピザ（サラミ＆ベーコン） 日本 小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ） 270
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本）

087
国産５種野菜の豆腐ハン
バーグ

日本
たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日本）ごぼう（日
本）ねぎ（日本）

220 国産具材の鶏めしいなり 日本 うるち米（日本）鶏肉（日本）人参（日本）ごぼう（日本） 271 具だくさん蓮根がんも 日本
れんこん（日本）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）ねぎ（日本）ゆず皮（日本）

088 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 221 高菜ピラフ 日本
精白米（日本）高菜漬（九州）大麦（日本等）にんじん（日本
等）豚肉（日本等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア等）

272 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ）

093
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 222 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 273 おくらとなめこの長芋和え － おくら（タイ、インドネシア他）なめこ（中国他）やまいも（日本）

096
神戸三田屋の生ハンバー
グ

日本
牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本）たまねぎ（日本）牛脂
（日本）

223 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 274 茶わん蒸し　北陸の味 日本
殺菌液卵（日本）エビ（中国、ベトナム）しいたけ（中国）ぎんな
ん（中国）

101 つるし燻りブロックベーコン 日本 豚バラ肉（スペイン、オランダ、デンマーク他） 224 だしが決め手のたこ焼 日本 たこ（ベトナム、中国、フィリピン）キャベツ（中国）ねぎ（中国） 275
れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

－
たまねぎ（日本）えだまめ（中国等）にんじん（日本、中国等）
れんこん（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）かに（中国等）

105 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 225 陳建一　直火炒め炒飯 日本
精白米（日本）ねぎ（中国）グリンピース（ニュージーランド）豚
肉（九州）

276 きんぴらはるさめ 日本
はるさめ（タイ製造）ごぼう（中国等）にんじん（日本）れんこん
水煮（れんこん）（中国等）

107 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等） 229 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、
インドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、
インドネシア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥
わかめ（わかめ）（韓国）

277
ごろっとした枝豆と５種具材
の湯葉ひろうす

－
えだまめ（台湾）たまねぎ（中国、アメリカ等）にんじん（中国、
日本等）キャベツ（日本等）たけのこ水煮（中国等）鶏卵（日本
等）こんぶ（日本等）

116 しめさば昆布じめ（２枚） 日本 さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本等） 230 チーズハンバーグ弁当 日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本） 279
陳建一　黒酢入り大粒肉団
子

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

117 梅酢たこ（ぶつ切り） － 真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等） 231
鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

－

もやし（日本等）たまねぎ（中国、日本等）ほうれん草（中国、
日本等）にんじん（中国、日本等）ごぼう（中国　等）はくさい
（日本等）ねぎ（中国等）きぬさや（中国等）精白米（日本）牛肉
（オーストラリア等）鶏肉（日本等）しょうがペースト（日本、中
国等）かつおぶし（製造地：日本等）

280 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造）

118
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本） 232 骨取りさばのみそ煮セット 日本
さば（ノルウェー等）さといも（中国等）いんげん（中国等）おろ
ししょうが（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）ほう
れん草（中国等）

281 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

119
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本
ハッシュドポテト（ばれいしょ）（アメリカ等）豚バラ肉（スペイン
産）アスパラガス（ペルー産）

233 汁なし肉うどん 日本
小麦粉（小麦）（日本）牛肉（オーストラリア等）ねぎ（日本等）
しょうが（日本等）焙焼小麦全粒粉（日本等）

282 いなり餃子 日本
鶏肉（日本）鶏皮（ブラジル産他）キャベツ（日本）にら（中国
産）

126
白身魚とタルタルソースフラ
イ

日本

すけとうだら（ロシア等）ピクルス（スリランカ等）乾燥たまねぎ
（エジプト等）おろしにんにく（中国等）パセリ（ドイツ、ハンガ
リー等）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア
等）

234 長崎風ちゃんぽん 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）キャ
ベツ（日本、中国等）たまねぎ（日本）もやし（日本）にんじん
（日本）きぬさや（中国等）コーン（タイ等）ねぎ（中国等）ボイル
えび（タイ等）ボイルいか（中国等）きくらげ（中国等）焙焼小麦
全粒粉（日本等）こしょう（（具）マレーシア、インドネシア（スー
プ）インドネシア等）

283 もちもち蓮根ひろうす 日本
れんこん（中国等）にんじん（日本、中国等）豆腐（大豆）（カナ
ダ等）しいたけ（中国等）

127 カップ入りエビグラタン 日本
えび（ベトナム等）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ
等）コーンパウダー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）
パセリ（アメリカ等）

235 お好みソース焼そば 日本
野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

284 にんじんしゅうまい 日本
野菜｛にんじん｝（日本）野菜｛たまねぎ｝（日本等）たらすり身
（日本等）皮（小麦粉）：小麦（日本等）

※商品は緊急に変更する場合がございます。コープファミリー掲載商品との相違があった場合には個別お問合せ下さい。



285
お肉がおいしいミニ水餃子
（スープ付）

日本
豚肉（日本）たまねぎ（日本）おろしにんにく（中国等）小麦粉
（小麦）（日本）

492
信州の薫りあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（メキシコ他） 872 旨辛チゲうどん 日本
小麦（日本）もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）に
ら（中国）

286 フライパンＤＥ海鮮網春巻 ベトナム
えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）カニ（ベトナム等）にん
じん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）しょうが（ベトナム等）
しそ（ベトナム等）

493 ベーコンスライス２個組 日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等） 879
大阪王将　香ばし炒め焼き
そば

日本
めん〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本）にんじん（日
本）豚肉（日本）

287
フライパンで出来る！パリ
パリの中華春巻（１０品目具
材使用）

日本
皮（小麦粉）（日本（国内製造））野菜（たけのこ）（中国、ベトナ
ム等）野菜（たまねぎ）（日本等）

495
こだわりボンレスハムスライ
ス

日本 豚肉もも（メキシコ、チリ） 880
味彩　浜松餃子（ルビ：あじ
さい）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本）

288 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 496 アスパラの豚肉巻 日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー） 887 吉野家　ミニ牛丼の具 日本
牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）たまねぎ（日本、アメリ
カ）

290 あじわいレンジ　肉じゃが 日本 じゃがいも（日本） 497 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ、アメリカ、チリ他） 894 まい泉の豚まん 日本
皮［小麦粉］：小麦（アメリカ等）具［豚肉］（山形県）具［玉葱］
（日本）

291 穂先竹の子土佐煮 日本 たけのこ水煮（中国製造） 498 やわらか牛すじ煮込み 日本 牛肉腱（オーストラリア） 895
レンジで簡単！３種野菜と
えびの天丼

日本
米（日本）えび天ぷら（えび）（ベトナム等）かぼちゃ天ぷら（か
ぼちゃ）（中国等）さつまいも天ぷら（さつまいも）（ベトナム等）
いんげん天ぷら（いんげん）（タイ等）

292 特濃玉子どうふ　卵王 日本 鶏卵（日本） 500 あじの南蛮漬 日本
あじ（日本）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）はちみつ（中
国等）コーンフラワー（アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ、オー
ストラリア、日本等）

896
冷凍とんかつサンド（デミグ
ラスソース使用）

日本 豚肉（アメリカ、チリ）

295 ５種具材の白和え 日本

れんこん水煮（中国等）にんじん（日本）水くわい（中国等）とう
もろこし（アメリカ、日本等）えだまめ（中国等）ねりごま（グアテ
マラ、パラグアイ、ニカラグア、ボリビア、ナイジェリア、エチオ
ピア、モザンビーク、アメリカ、中国等）

513 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 928 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本）

296 味付けうの花 日本
にんじん（日本等）ねぎ（日本等）こんにゃく（日本）乾しいたけ
（中国等）

520
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本） 932 とろ～りチーズトッポギ 日本 たまねぎ（日本）トッポギ【米粉：うるち米】（日本）

297 いか昆布 日本
調味いか(いか）（ペルー等）調味昆布(昆布）（北海道）ごま
（中南米、アフリカ等）ツノナシオキアミ（日本、中国等）

535 骨取りさばのみぞれ煮 － さば（ノルウェー）大根おろし（日本等） 933 減塩　甘辛チキン南蛮カツ 日本 鶏肉（日本）

298 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 536
骨取りさばの煮付け（しょう
ゆ）

－ さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 934
マジックスパイス　レンジカ
レーコロッケ

日本
野菜｛たまねぎ｝（北海道）野菜｛ばれいしょ｝（北海道）鶏肉
（日本）小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア
等）

299 すき焼き風牛ごぼう煮 日本
ごぼう（日本、中国等）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア
等）牛肉（メキシコ等）

537 骨取り赤魚のみぞれ煮 日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））大根おろし（日本等） 935 チーズの入ったドライカレー 日本
米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大
麦（日本）鶏肉（日本）

300
コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）マカロニサラダ

日本 人参（日本等）コーン（タイ等）枝豆（インドネシア等） 538
大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 937
味の牛たん喜助監修　牛た
んメンチカツ

日本 牛たん（アメリカ、カナダ等）玉ねぎ（日本等）

301 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等） 540 白身魚のカレーソテー 日本 ホキ（ニュージーランド） 938
国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉（日本）

302 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 542 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 939 国産牛の牛すきめし 日本 精白米（日本等）大麦米粒麦（日本等）

303 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 543
かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ） 942 国産舞茸天ぷら 日本 まいたけ（日本）

304 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等） 544 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖） 953 洋食屋ヨシカミのドリア 日本 精白米（日本）牛乳（日本等）たまねぎ（日本等）

309
創味のぽん酢たれで食べる
水餃子（野菜）

日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）くわい（中
国等）たけのこ（中国等）にんじん（日本等）ねぎ（中国等）鶏
肉（日本）鶏肉（日本）しょうが（中国等）

545 ちりめん山椒 日本 いわし稚魚（兵庫、和歌山県、香川、高知、鹿児島） 954
インカのめざめの北海道グ
ラタン

日本
じゃがいも（インカのめざめ：北海道）牛乳（北海道）たまねぎ
（北海道）

310 味付メンマ 日本 メンマ（中国） 548 パクッとひとくちえびフライ ベトナム
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア等）大豆粉（ア
メリカ等）えび（ベトナム）

955
いわしとひじきのハンバー
グ

日本
いわしすり身（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）ひじき（日
本）

311 フランスパンのピザ 日本 小麦粉（日本） 549
フライパンでできる鮭とチー
ズのカリカリ包み

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖） 956
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

312 宇都宮もち豚入り大粒餃子 日本

小麦粉(小麦)（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）キャ
ベツ（日本等）にら（中国等）にんにく（中国等）しょうが（インド
ネシア等）豚肉（日本）鶏肉（日本等）豚脂（アメリカ、カナダ、
日本等）

550
お手軽調理で簡単　甘口え
びチリ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど） 957 たこ焼（国産米粉入り） 日本
米粉（日本）たこ（フィリピン、ベトナム）キャベツ（日本）ねぎ
（日本）

313 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 551
主婦が選んだ！子持ちから
ふとししゃもフライ

日本 カラフトシシャモ（カナダ） 958
繁盛厨房　大海老チリソー
ス

日本 えび（ベトナム、インドネシア、他）ねぎ（中国）

314 テリヤキミートボール 日本
鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本等）
豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、日本等）
たまねぎ（中国等）りんごパルプ（日本等）

552 サクッと白身魚フライ 中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等） 959 ピッツァマルゲリータ（３枚） 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズ（オーストラリア、
アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））

315
ビビンバの素（コチュジャン
付き）

日本

大豆もやし（日本）にんじん（中国等）ぜんまい水煮（日本、中
国等）山せり（中国等）きくらげ（中国等）ごま（（ビビンバ具）
スーダン、中国、中南米（コチュジャン）パラグアイ等）にんにく
（中国等）

553 境港でつくったあじフライ 日本 アジ（日本、鳥取県境港） 960 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）大豆（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等）

316 野沢菜ちりめん 日本
野沢菜（日本）ちりめん（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナ
イジェリア等）

554
倉橋島のかき屋さんがつ
くった広島県産かきフライ

日本
かき（広島県）大豆粉（アメリカ他）コーンフラワー（アメリカ他）
小麦粉（小麦：アメリカ他）コーングリッツ（アメリカ他）

964 あごだしラーメン 日本
しなちく(メンマ）（中国等）豚肉（チャーシュー）（デンマーク等）
ねぎ（中国等）

317 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 556 レンジで開きあじフライ タイ アジ（タイ） 965
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

319 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 557
サクッとプリプリレンジえび
フライ（大）６尾

タイ えび（タイ）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等） 966
新宿中村屋　スープがおい
しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

－
【カレー】玉ねぎ：日本他、長ねぎ：日本、にんじん：日本他、り
んご：日本他、しょうが：中国他、鶏肉：日本、ぶなしめじ：日
本、【めん】小麦粉：日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ他）

385 ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

562
しゃきしゃきレタスと春雨の
中華炒め

日本 豚肉（日本(国産)） 967 こんがり焼いたラザニア 日本 たまねぎ（日本）

386
ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

日本
キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
キャベツ（日本）

563
なすと豚肉のにんにく味噌
炒めセット

日本
なす（日本）玉ねぎ（日本）ピーマン（日本）人参（日本）国産豚
肉こまぎれ（日本）

100575 ８番冷凍鶏の唐揚げ 日本 鶏肉むね（日本）

421 カンタン菜園　オクラ ベトナム オクラ（ベトナム） 564
国産鶏肉とゴロッと野菜の
カレークリームスープセット

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）人参（日本）
国産鶏胸肉（日本）

100628 揚げなす ベトナム なす（ベトナム）

422
北海道のひとくちサイズ栗
かぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道） 565
おうちのケチャップでポーク
チャップ

日本 豚肉（日本(国産)） 101619 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本）

423
北海道産野菜のみじん切り
ミックス

日本
にんじん（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））いんげん
（日本（北海道））ごぼう（日本（北海道））

566
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 102436 カットキャベツ（加熱用） 日本 キャベツ（日本）

424 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（日本（宮崎県）） 567 えびとアスパラの塩炒め 日本 えび（インドネシア産、マレーシア産）アスパラガス（ペルー産） 103390
おばんざい小鉢　ふきたけ
のこ

日本 たけのこ（中国）ふき（中国）

425 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 568
国産具材のバターチキンカ
レー

日本 ﾎﾟﾃﾄ（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本） 103597 スナップえんどうの肉巻き 日本 豚バラ肉（スペイン産）スナップえんどう（グアテマラ産）

426 九州のカット小松菜 － 小松菜（九州） 569
いかとさといものうま煮（た
れ入り）

日本
里芋（中国）するめいか（中国）れんこん（中国）いんげん（中
国）人参（中国）

104458 定期ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

427
だし入り　おくらとろろ（大和
芋使用）

－ おくら（タイ、インドネシア等）やまいも（日本） 570
国産若鶏とり天と野菜のう
ま塩炒め

日本
鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ブロッコ
リー（エクアドル等）じゃがいも（日本等）たまねぎ（日本等）に
んにく（中国等）

104471
定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

日本
キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
キャベツ（日本）

428 コーンミックスサラダ 日本
キャベツ（日本、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）コーン（タイ製
造等）グリーンリーフレタス（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

571
彩り野菜とほたてのバター
しょうゆ風味炒めセット

日本
いんげん（タイ、ベトナム、その他）コーン（アメリカ、タイ、その
他）ほたて（日本）

105680 海老手綱玉子焼 日本 液卵（国内製造）

429 彩り野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）キャベツ（日本）ニンジン（日本）ピーマン（日本） 572
牛肉と国産ゴボウのごま醤
油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本） 108278 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

430 もやしミックス（炒め用） 日本 もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本） 573 鶏肉の治部煮風 日本 馬鈴薯（日本）オクラ（インドネシア産）鶏肉（タイ産） 110007 花咲えび天ぷら 日本 えび（ベトナム、インドネシア）

468 衣サクサクひとくちとんかつ 日本
豚もも肉（カナダ、アメリカ、メキシコ）小麦粉（小麦：アメリカ
等）米粉（タイ等）

574
きのこで仕上げる牛肉の甘
味噌炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）甘藷でん粉（日本） 139181 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国等）昆布（日本等）

478 牛肉のチンジャオロース 日本 牛モモ肉（オーストラリア産） 575
豚肉ときのこのガーリックソ
テー

日本
豚肉（スペイン産）エリンギ（日本(国産））ブロッコリー（グアテ
マラ産）

202053
十勝めむろ　ポテトサラダ
ベース

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

479
鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－ 鶏肉（日本）れんこん（中国他） 859
あさりと海老の和風スパゲ
ティ

日本
まいたけ水煮（日本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）ね
ぎ（中国）

270674 国産鶏のチーズタッカルビ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）鶏むね肉（日本）
米粉（うるち米）（日本）

487
鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本） 860 みんなのナポリタン 日本 ピーマン（ポルトガル）たまねぎ（日本） 271093
ＶＥＧＡＮ　ニッポンのギョー
ザ（ルビ：ヴィーガン）

日本
キャベツ（日本）米粉（米）（秋田県）玉ねぎ（日本）生姜（日本）
にんにく（日本）

490 毎日新鮮ロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等） 864
北海道焼きたてパン粉の牛
肉コロッケ

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北海道） 271105 ラケルのナポリタン 日本
小麦粉デュラム（マカロニスパゲッティ）（カナダ等）トマト（トマ
トソース）（イタリア、アメリカ、中国等）キャベツ（日本）

491 焼いておいしいソーセージ 日本 豚肉（メキシコ、オランダ、スペイン）鶏肉（タイ、日本） 871 直火炊き栗おこわ 日本
精白米（もち米）（日本等）精白米（うるち米）（日本等）栗（中
国等）小豆（日本等）


